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会長就任挨拶

2020－2021年度
会長 大矢知 直登

ポール・ハリスが自身を含む 4 人の仲間たちとシカゴで最初の例会を持ったのが、1905年 2 月23日、日
本は明治38年日露戦争の最中でありました。その後日本で最初のロータリークラブが創立されたのは15年
後の1920年10月20日であり、このポール・ハリス達が創ったロータリークラブという組織は時代に埋もれず、
消滅することなく、時代の変化を的確に読み取り、組織を最適に変化させ、世界中に根を拡げてきました。
ところが、世界では2003年をピークにメンバーが減少し始め、この傾向に根本的に対応する為に、1905
年から114年経った昨年の規定審議会に於いてRI定款・細則および標準ロータリークラブ定款が大幅に改
訂されました。これに応じ我々のクラブも定款・細則を改正して、新しい形のクラブ管理運営をしなけれ
ばなりません。今回の改正の大きな特徴は、クラブ定款に例外規定が認められたことにより、結果として
クラブ自治権が大幅に拡大されたことです。一例として職業分類による入会制限は無くなり、ローターアクターが新たな会員
として認められるなど、会員身分にも柔軟性が与えられ、さらに例会の開催数、メーキャップ方法など多岐にわたって変更が
加えられました。
さて、
2020-21年度RIテーマは「ロータリーは機会の扉を開く」です。新しいロゴの 3 つの扉のうちクランベリー色はローター
アクト、
アズール（青）とゴールド（黄）はロータリーを表します。ここにも先ほどのRIの意図が読み取れます。RI会長ホルガー・
クナーク氏の発言で特に印象に残るのが、
「ロータリーは、皆の場所です。若者にも、年配者にも、中略、厳密な規則は必要あ
りません。一番合ったところで楽しみましょう。
」という言葉です。またポール・ハリスの有名な言葉に「ロータリーがしかる
べき運命を切り開くには、常に進化し、時に革命的にならなければなりません」という言葉がありますが、クナーク氏はこの
言葉も引用してロータリーは変革し続け、若者の力を信じないといけないとも語っています。
私は、創立50周年という節目の年度にあたり、クラブ全体、特に例会運営の新しい形を模索しながら、会員拡大にも引き続
き力を注いで、クラブの活力を維持する運営を務めます。RIが目指すロータリークラブの今後のあるべき姿と我々が目指すロー
タリーのあるべき姿とは決して差異の無いものだと思いますし、日本的な良さを尊重しつつ、時代の変化を取り入れたロータ
リークラブの運営を目指して、この 1 年間会長職を務めさせていただきますので、会員諸氏のご指導、ご鞭撻、ご協力を心よ
りお願い申し上げます。

幹事就任挨拶

2020－2021年度
幹事 齋藤 雅彦

2020−2021年度、四日市西ロータリークラブの幹事を仰せつかり大変光栄に感じながらも、その重き責任に
身の引き締まる思いをいたしております。発足５０周年という節目にもあたりますこと、会長方針に則り次なる世代
との調和を育んで行きたいと思います。
また、昨今の世界的な不安事案“新型コロナウイルス感染症”に関しての最善の注意を持って安心安全に様々
な行事、例会の取り組みを行わせていただくよう、諸先輩方のご指導を仰ぎながら、一年間精一杯努力し、進
んでいきたい所存です。
会員の皆様どうかよろしくお願い申し上げます。

《
方
針
》

1クラブ運営
時代の変化に対応できるよう、会員相互の『友和』を大切にそしてクラブの活動の良き伝統を継承し発展していくよ
う、意義のあるクラブ運営を目指します。事務局との連携と理事会での円滑な議事の進行に努めさせていただきます。
2例会運営
プログラム委員長との連携をよくしエクセレント例会等を取り入れ、会員相互の研修の場、職業奉仕を学ぶ道場とい
う位置付けで、自分自身を磨ける例会運営につとめさせていただきます。
3委員会活動
５ 大奉仕委員長はじめ各正副委員長、委員の皆様の活躍により魅力ある活動となるよう連携を図ります。
4RI地区及び四日市グループとの連携
ロータリー精神を自覚し、 ５ クラブとの友好と連携を図り諸行事に積極的に参加し、ロータリー活動の意義、伝統を
学んでいく所存です。
5同好会活動
各同好会活動が活発的、かつ有意義に執り行われるよう各代表幹事との連携に努めます。
6ファイヤーサイドミーティング
会員相互の信頼関係構築の場、また、新会員獲得のための場として、当ロータリー活動が真の職業奉仕であることを
アピールしていきます。

会員の皆様何卒よろしくお願いいたします。

3月度 理事会報告
■２０２０年 ３ 月 ６ 日
（金）
１１時３０分～ １１時５０分 於：都ホテル四日市
■出席理事の確認
水谷 愼志
多田
齋藤 雅彦
増田
萩 文三男
岡本

望
英規
浩延

小畑
浅井

英慎
清司

金扇の間

服部
生川

浩明
昌毅

■次回理事会…… ５ 月 ８ 日（金）午前１１時３０分〜
都ホテル四日市

−議 案−
第一号議案…… ２ 月度出席状況について
第二号議案……例会プログラムについて
（ ３ 、 ４ 、 ５ 月）
第三号議案……新型コロナウイルス感染拡大防止対策につい
て
第四号議案……春の家族会について
第五号議案……新店扶輪社青少年短期交換の件
第六号議案……青少年奉仕活動
（こどもの日）
について
第七号議案……2020−2021年度クラブ理事・役員名簿
（案）に
ついて
第八号議案……2021−22年 夏期派遣学生募集案内について
そ の 他……①会長エレクト研修セミナー開催見合わせに
ついてのご案内
②２０２０年地区研修・協議会について
■報告事項……「創立３０周年記念式典・祝賀会」中止のお知
らせ
（四日市南ロータリークラブ）
■次回 理事会		４ 月 ３ 日
（金）
午前１１時３０分～
			
都ホテル四日市
次年度理事会	４ 月 ３ 日
（金）
午後 １ 時３０分～
			
都ホテル四日市

5月度 理事会報告
■２０２０年 ５ 月 ８ 日（金）
１１時３０分～ １２時００分 於：都ホテル四日市
■出席理事の確認
水谷 愼志
大矢知直登
服部 浩明
齋藤 雅彦

多田
生川

望
昌毅

金扇の間

小畑

英慎

−議 案−
第一号議案……新型コロナウイルス感染拡大防止について
第二号議案……例会プログラムについて（ ５ 、 ６ 月）
第三号議案……ロータリー情報ミーティングについて
第四号議案……春の家族会について
第五号議案……新入会員について
そ の 他……①フェイスシールド募金のお願いについて
②四日市海洋少年団令和 ２ 年度後援会会費の
ご請求について（お願い）
③米山梅吉記念館一人１００円募金について
④事務局ノートパソコンについて
■報告事項……①薬物乱用防止指導啓発団体委嘱状の件
②クラブ定款・細則について

4月度 理事会報告
■２０２０年 ４ 月 ３ 日
（金）
１１時３０分～ １２時５５分 於：都ホテル四日市
■出席理事の確認
水谷 愼志
大矢知直登
服部 浩明
齋藤 雅彦
萩 文三男
岡本 浩延

④四日市東ロータリークラブ創立25周年記念
式典・祝賀会（ 5 /16）中止の件
⑤受入学生キャサリン・ストロングさん帰国
の件
⑥2020−2021年度交換学生派遣・受入中止の
件
⑦坂本隆行会員退会の件
⑧事務局ＰＣ購入の件

多田
浅井

望
清司

金扇の間

小畑
生川

英慎
昌毅

−議 案−
第一号議案……新型コロナウイルス感染拡大防止対策について
第二号議案……例会プログラムについて
（ ４ 、 ５ 、 ６ 月）
第三号議案……春の家族会について
第四号議案……ロータリー情報ミーティング開催について
第五号議案……青少年奉仕活動
（こどもの日）
について
第六号議案……次期地区委員会委員出向の件
■報告事項……①会長エレクト研修セミナー（ 4 /19）
中止の
件
②地区研修・協議会
（ 5 /30）
中止の件
③四日市グループ会長幹事会（ 4 /15）中止の
件

■次回新年度理事会…… ６ 月 ５ 日（金）午前１１時３０分〜
都ホテル四日市

6月度 理事会報告
■２０２０年 ６ 月 ５ 日（金）
１１時３０分～ １２時００分 於：都ホテル四日市
■出席理事の確認
水谷 愼志
大矢知直登
服部 浩明
齋藤 雅彦
萩 文三男
岡本 浩延

多田
浅井

望
清司

金扇の間

小畑
生川

英慎
昌毅

−議 案−
第一号議案……新型コロナウイルス感染拡大防止について
第二号議案……例会プログラムについて（ ６ 月）
第三号議案……佐治英三会員退会について
第四号議案……森本晋司会員退会について
第五号議案……次年度委員会合同研修会について
そ の 他……名札をリニューアルする

■報告事項……①クラブ細則変更について
②2020年地区行事日程変更の件

２７日

木下

俊雄君

（金）
午前１１時３０分～
■次回理事会…… ７ 月 ３ 日
都ホテル四日市

例会日誌
２０２０年６月５日（金）
総会員数
メークアップ

７０名
１名

第２４６９回例会
会場出席者
出 席 率

５９名
１００％

■会長挨拶
〇例会再開のご挨拶

☆ ３ 月度報告
〇坂本 隆行会員退会
（転勤）
のご連絡
（ ３ 月末日）
☆ ５ 月度報告
〇こどもの日社会奉仕活動報告
（ ５ 月 ５ 日）
☆ロータリー財団表彰
○ロータリー財団より表彰品が届きましたので表彰させて
頂きます。
＊ポール・ハリス・フェロー表彰 → 表彰状・ピンの贈呈
加藤 真弓君
石橋 誠志君

＊ポール・ハリス・ソサエティー表彰
の贈呈
浅井 清司君
伊藤 康彦君

＊ ３ 月～６ 月 お誕生祝い
☆ ３ 月分
○ ３ 月会員御誕生祝の贈呈
１ 日 竹尾 純一君
１ 日 藤牧 正浩君 還暦祝
４ 日 渡邉 正夫君
１２日 小山 晃市君
１３日 木下 卓也君 還暦祝
１６日 伊藤
隆君
１７日 佐治 英三君
２０日 中川 直樹君
２４日 岡本 浩延君
２６日 小畑 英慎君

→

認証状とバッジ

○ ３ 月ご夫人御誕生祝の贈呈
７ 日 中川 直樹君 夫人 真奈美様
１５日 宮﨑 由至君 夫人 真知様
２７日 伊藤 裕司君 夫人 園代様
３１日 永田 正巳君 夫人 恵子様
〇金婚式祝いの贈呈 市川 嘉市君
昭和45年 3 月 8 日

☆ 4 月分
○ 4 月会員御誕生祝の贈呈
７ 日 佐々木薫子君
２８日 若林 弘樹君
２９日 伊藤 裕司君
○ 4 月ご夫人御誕生祝の贈呈
２ 日 小林 賢行君 夫人 裕美様
５ 日 山崎
博君 夫人 千佳様
１３日 坂田 裕昭君 夫人 光代様
２０日 伊藤 康彦君 夫人 ひとみ様
２３日 坂野 信彦君 夫人 加主子様
☆ 5 月分
○ 5 月会員御誕生祝の贈呈
４ 日 多田
望君 還暦祝
６ 日 早川 昌彦君
２３日 大矢知直登君
２６日 稲田 一輝君

○ 5 月ご夫人御誕生祝の贈呈
２ 日 上田
浩君 夫人
１１日 増田 英規君 夫人
１２日 水谷 愼志君 夫人
１８日 片山 穰二君 夫人
２５日 石原 正敬君 夫人
２６日 山路 恭三君 夫人
〇銀婚式祝いの贈呈 井村
平成 ７ 年 ５ 月１４日

美奈子様
理子様
淳子様
郁穂様
恵美様
陽子様
晃君

■幹事報告
《配布資料》
◦ガバナー月信
５ 、 ６ 月号
◦学友だより
◦四日市西ロータリークラブ細則変更点の説明
◦2020−2021年度 ゴルフ同好会年間開催予定（同好会会員
のみ）
○新型コロナウイルス感染拡大防止のため、近隣の全クラ
ブがビジターの例会参加を中止しています。ビジター受
付も行われませんのでご留意ください。今期 ６ 月分はご
欠席でも出席扱いとさせていただきます。
○エスぺランス四日市より、 ５ 月 ５ 日
（祝）
こどもの日のお
礼の絵手紙が届きましたので回覧させて頂きます。
○本日例会終了後、次年度理事会を金扇の間に於きまして
開催致します。
次年度理事の方々、
よろしくお願いいたし
ます。
○次週例会は、 ６ 月１２日
（金）「次年度委員会合同研修会」
です。
■クラブ細則改定について
■委員長報告
出席状況		
ニコニコボックス
副幹事		
■卓

話

大矢知会長エレクト

木下
（俊）
委員長
佐々木 委員長
齋藤 副幹事

◦３ 、 ４ 、 ５ 月度お誕生祝の贈呈

■ニコニコＢＯＸ
坂野 信彦君 妻の誕生祝をいただき有難うございます。
永田 正巳君 妻の誕生日祝いありがとうございました。
竹尾 純一君 家内共誕生祝いをいただき有難うございます。
小川硬一郎君 誕生日プレゼント有り難うございました。23
日で満75才になります。後期高齢者の仲間入
りさせて頂きます。今後共宜しくお願い致し
ます。
森崎 誠二君 誕生祝いただきまして。
伊藤
隆君 久しぶりの例会ですが、皆さんの元気なお顔が
見れて、本当に良かったです。生きていてよかっ
た・・・!!
渡邉 正夫君 3 月分誕生日祝いありがとうございます。3 / 4
で満67才になりました。
市川 嘉市君 金婚式祝ありがとう御座いました。
多田
望君 還暦祝をいただきまして、ありがとうございます。
大矢知直登君 お誕生日のお祝いありがとうございました。
早川 昌彦君 誕生祝いをいただきありがとうございます。まだ
まだ気を抜けない日々が続きますが、早く回復
する事を願います。
生川 昌毅君 皆様との再会を祝して。体調に気をつけて、今
後ともよろしくお願い致します。
佐野 貴信君 6 月25日で54才になります。今年一年よろしく
お願いします‼︎
西村 信博君 久しぶりのロータリー。楽しみにしてました。
野村愛一郎君 お久しぶりです。今日は誕生日祝いを頂きあり
がとうございます。
木下 俊雄君 久々の例会。皆さんにお会いできて嬉しいです。
南川
勤君 新型コロナの影響で国内海外のレストラン向け
事業が大変ですが前向きにやっております。

野﨑

裕史君

佐々木薫子君
片山
小山

穰二君
晃市君

中野

勝方君

樋尾

庄悟君

上田

浩君

新型コロナウイルス感染拡大のさなか、長女が無
事看護師の免許を取得し、晴れて看護師になりま
した。患者様の為に頑張ってほしいものです。
初の緊急事態宣言発令の 4 月 7 日、節目の誕
生日を迎えました。思い出深い日になりました。
妻の誕生日祝いを頂き、ありがとうございます。
3 月の誕生日祝いありがとうございました。昨
夜 8 時スギ宇宙ステーションきぼうが四日市の
真上400kmの地上を通って行きました。因みに
今夜 7 時20分スギ西から東へ通るようです。
みなさんおひさしぶりです。お体には充分気を
つけてください。
お久しぶりでございます。皆様お元気でしょう
か。3 月〜 6 月の御誕生日の方、おめでとうござ
います。
先月は家内の誕生日祝ありがとうございました。

２０２０年６月１２日（金）
総会員数
メークアップ

７０名
０名

第２４７０回例会
会場出席者
出 席 率

５８名
１００％

■会長挨拶
○ 6 / 8（月）四日市グループ会長幹事会出席報告
○ 6 月会員御誕生祝の贈呈
１５日 西村 信博君
１９日 森崎 誠二君
２０日 野村愛一郎君
２３日 小川硬一郎君
２５日 佐野 貴信君

○ 6 月ご夫人・ご主人御誕生祝の贈呈
４ 日 加藤 真弓君 主人 万明様
２３日 竹尾 純一君 夫人 恭子様
〇銀婚式祝いの贈呈 若林 弘樹君
平成 ７ 年 ５ 月２７日

■幹事報告
《配布資料》
◦ロータリーの友 ５ ．６ 月合併号
◦2020−21年度 次年度委員会合同研修会資料
◦次年度連絡方法のアンケート
○次週 ６ 月１９日（金）本年度最終例会は、「クラブ協議会」
で
会長・幹事・五大奉仕委員長の退任挨拶となります。
■委員長報告
出席状況		
ニコニコボックス

木下（俊）委員長
佐々木 委員長

■クラブ協議会
次年度委員会合同研修会

進行：齋藤

副幹事

■ニコニコＢＯＸ
山路 恭三君 先週久しぶりの第一例会を欠席して申し訳あり
ませんでした。それと五月、妻の誕生祝いを戴
きましてありがとうございました。
浅井 清司君 ポール・ハリス・ソサエティの認証をいただきま
してありがとうございました。コロナ社会におき
ましてますますロータリーの世界的な奉仕活動
の重要性が増しております。ロータリー活動へ
の尚一層のご協力をお願い申し上げます。
渡邉 正夫君 年末調整です。
伊藤 康彦君 日頃より大変お世話になり、誠に有難うござい
ます。
木下 卓也君 コロナが治まることを願って。
藤牧 正浩君 年度末調整です。
岩田 雅之君 皆様の声が聞けて元気がでました。あたりまえ
に感謝です。
佐野 明郎君 水谷会長、服部幹事一年間本当にご苦労様で
した。最後はコロナ禍で色々と行事が無くなり、
チョット寂しかったですが、記憶に残る素晴ら
しい年度でした。有りがとうございました。
若林 弘樹君 明日、天気にな〜れ！
四日市西ロータリークラブ ゴルフ同好会♡️
古市 剛久君 調整させていただきます。
上田
浩君 不注意で手をケガしてしまいました。だんだん
治りが悪くなりました。
坂田 裕昭君 妻の誕生日プレゼントありがとうございます。
小林 賢行君 先日、小山さんの会社倉庫屋根を遮熱塗料で塗
らさせて頂きました。ありがとうございました。
この夏は室温が少しでも下がり作業しやすくな
る事を願っております。
２０２０年６月１９日（金）
総会員数
メークアップ

７０名
０名

第２４７１回例会
会場出席者
出 席 率

６３名
１００％

■会長挨拶
〇本年度最終例会
☆ ２ 月度報告
〇結婚祝いの贈呈
増田 英規会員 （２０２０年 ２ 月 ２ 日）
☆ロータリー財団表彰
〇ロータリー財団より表彰品が届きましたので表彰させて
頂きます。
＊ポール・ハリス・フェロー
の表彰 → 表彰状・ピン
の贈呈
増田 英規君

〇佐治英三会員退会のご報告
→ 佐治会員ご挨拶
退会記念品の贈呈

〇森本晋司会員退会のご報告

■幹事報告
○次週 ６ 月２６日
（金）は特別休会のためお休みです。お間違
えのないように・・・
○次年度第 １ 回例会は、 ７ 月 ３ 日（金）クラブ協議会でござ
います。会長方針発表となります。会場は、 ３ Ｆ鈴鹿の間
で行います。
○ ７ 月度理事会を ７ 月 ３ 日（金）１１時３０分より ３ Ｆ白扇の間
におきまして開催致します。
■委員長報告
出席状況		
ニコニコボックス

木下（俊）委員長
野﨑 副委員長

■クラブ協議会
会長・幹事・五大奉仕委員長退任挨拶
クラブ奉仕
小畑 委員長
職業奉仕
浅井 委員長
社会奉仕
生川（昌）委員長
国際奉仕
萩
委員長
青少年奉仕
岡本 委員長
		
服部 幹事
水谷会長
最後に水谷会長の退任挨拶で終了
■ニコニコＢＯＸ
水谷 愼志君 コロナ禍の中、何とか最終例会を迎えることが
できました。会員の皆様一年間本当に御協力御
支援ありがとうございました。
山路 恭三君 水谷会長、服部幹事ご苦労さんでした。
佐治 英三君 今年度で退会をさせていただきます。41年10 ヶ
月の会員でした。浅学・非才も弁えず皆出席で
これましたのも、皆さまの導きのお陰です。有
難うございました。会員各位のご健勝心からご
祈念申し上げます。同志の集いに幸多かれを念
じ、羅漢の絵皿です。ご笑使ください。退会の
記念、有効に役立たせて頂きます。ありがとう
ございました。
浅井 清司君 1 年間、職業奉仕委員長としてロータリー研修
リーダーとしてお世話になりました。皆様のご協
力をいただきまして、無事大任を全うすることが
できました。ありがとうございました。
市川 嘉市君 今年度の水谷会長、服部幹事、本当に御苦労
様でした。
萩 文三男君 水谷 会長、服部幹事一年間ご苦労様でした。
お世話になりました。
多田
望君 水谷会長、服部幹事一年間お疲れさまでした。
ありがとうございます！
小畑 英慎君 まさかのニコボックス、今まで 0 円でした。年
末一括ばらいでさせていただきます。
岡本 浩延君 今年度はありがとうございました。
佐野 貴信君 水谷会長、服部幹事、一年間ご苦労様でした‼︎
服部 浩明君 大変な一年間でしたが、会員の皆さまのお心遣
いに支えられて今日の例会を迎えることができ
ました。ありがとうございました。ただただ感謝
のみです。
小川 和彦君 水谷会長、服部幹事、本当にお疲れ様でした。
ありがとうございました。
中岡 昭彦君 水谷会長、服部幹事、お疲れ様でした。
川島 勝士君 今回のリンの受け入れによって会長、幹事、加

野村愛一郎君

森

信治君

加藤
石橋
野﨑

真弓君
誠志君
裕史君

水谷

将紀君

稲田 一輝君
田中 大補君

藤さん並びにホストファミリーの皆様には大変
なご苦労をおかけしました。この場を借りて厚
くお礼申し上げます。そして、男前佐治先輩。有
終の美、カッコイイです！
佐治さん、当クラブや観光協会で永きに亘りあ
りがとうございました。今後も場を変えて引き続
きご指導を頂くことと思いますので、宜敷くお願
い致します。
今期もお世話になりました。皆様、7 月からも宜
しくお願いいたします。
年末調整。一括払い 3 人の内のひとりです。
水谷会長、服部幹事 1 年間お疲れ様でした。
水谷会長、服部幹事、一年間お疲れ様でした。
佐治さんお疲れ様でした。
年末調整です。1 年間ありがとうございました。
来年度もよろしくお願いします。
水谷会長、服部幹事 1 年間お疲れさまでした。
春の家族会は残念ながら中止となりましたが、
秋の家族会、年末家族会、多くの皆様のご参加
を頂き、改めて感謝申し上げます。また鈴木副
委員長はじめ親睦委員の皆様、1 年間ご協力
ありがとうございました。また、振り返り映像等
西RC FB等にてUPさせて頂きます。次期 木
下俊雄親睦委員長、佐々木薫子副委員長、来期
楽しみにしています。

片山

穰二君

小山

晃市君

中川
山本

直樹君
博也君

井村
樋尾

晃君
庄悟君

水谷 会長、服部幹事、一年間お疲れさまでし
た。記憶に残る年度になりました。来月からは
ゆっくりされてください。
水谷会長、服部幹事お世話になりました。コロ
ナウイルスの影響で気苦労も大変だったと思い
ますが、ありがとうございました。
水谷会長、服部幹事一年間ご苦労様でした。
本日付で、三十三総研・社長から、三重銀総合
リース・社長となります。引き続きよろしくお願
いいたします。
来期もよろしくお願いします。
今日は、息子の誕生日です。3 才となりました。
すくすくと育ってくれる事を願っています。ハッ
ピーバースデー元
皆様、今年度もありがとうございました。
水谷会長、服部幹事 1 年間お疲れさまでした。
次期S・A・Aの誉さんファイト！
水谷 会長、服部幹事、各委員長様、一年間お
疲れ様でした。皆様、来年度も宜しくお願い致
します。
はじめ

鈴木
古市

克昌君
剛久君

市川

誉君

２０２０年６月２６日（金）
〇特別休会

３月２2日（日）

リンちゃん送別会
 於：都ホテル四日市

３月２３日（月）

リンちゃん帰国見送り

７月５日（日）

アメリカ派遣留学生

酒井樺音さん帰国出迎え

2020年６月

2019－2020年度

「最終ガバナー補佐訪問」

四日市グループガバナー補佐
九鬼 紋七様

今年度最後のクラブ訪問になりました。今期は、あなた
にとってどのようなロータリーライフでしたか？どんな氣づ
き、収穫がありましたか？

印象に残っていることは何で

すか？
私は①四日市グループとしてはじめての懇親会を行った
Ｉ.Ｍ.②辻ガバナーの思いが満載された地区大会、③初の

参考
ロータリーとは「 １ ．ロータリアン同士の親睦を基盤に、
２.立派なロータリアンを育てながら、 ３ ．価値ある奉仕
を通じて、社会に奉仕する世界的な団体である。
」

女子会です。
さて、最後に、ガバナー補佐として、皆さまに伝えた
いことは、ロータリーの原点である「決議２３−３４」です。
1923年のセントルイス国際大会にて第34号議案として決議

ロータリーの目的（旧「ロータリーの綱領」
）

された
「社会奉仕に関する1923年の決議」です。原題は
「本

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕

来の諸活動に対するロータリーの方針を再確認し、国際

の理念を奨励し、これを育むことにある。具体的には、

ロータリーとロータリークラブにおける今後の手引きとなる
原則を定める件」でした。この決議の １ 年後の1924年に
4 大奉仕が生まれる。そして、なぜか1926年にその決議
の名称のみが現在のものに変更された。この経緯からわ
かるようにこの「決議２３−３４」の内容は、社会奉仕に限定
するのではなく、
ロータリー活動すべてと解釈できる。また、

次の各項を奨励することにある：
第 1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とする
こと；
第 2 職 業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はす

2010年 １ 月のＲＩ理事会および同年 ４ 月のＲＩ規定審議会

べて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会

においてこの「決議２３−３４」の内容が、ロータリーの奉仕

としてロータリアン各自の職業を高潔なものにす

の理念とその実践方針であることが決議されています。決

ること；

議の序文にある定義は、現在のロータリーの目的の第 ３ と、
同義である。
では、内容は、序文（社会奉仕の定義）
、1 ）ロータリー
哲学の定義、 2 ）クラブにおける ４ つの実 践指針、 3 ）
ＲＩの ３ つの目的、 4 ）実践哲学の方針、 5 ）クラブの

第 3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業
および社会生活において、日々、奉仕の理念を
実践すること；

絶対的な自治権、 6 ）諸活動に関する ７ つの制限、の 6

第 4 奉 仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット

つの条項からなっています。 １ ）には ２ 大標語である「超

ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進

我の奉仕」
「最も良く奉仕するもの、
最も多く報われる」が、
含まれている。
今一度、手続要覧の冒頭に必ず掲げられている「決議
２３−３４」をお読みください。当時とは状況が変わっており
ますが、ロータリーの原点・本質に触れていただければ幸
いです。

インターネット上でも、様々な情報を得ることが

出来ます。

すること。
付記：
「ロータリーの目的」の

4 つの項目は、等しく重
要な意味を持ち、また同時に行動を起こさなけ
ればならないものであるということで、RI理事会
の意見が一致している。

奉仕の理想は、
「人に対する思いやりを持って、人のお
役に立つこと」ともいわれています。加えて、自分が、自
分に対する、
「思いやりとお役立ち」も、決して忘れない
でください。

ビジョン声明

コーチング的な表現をすれば「成果は、ロータリアンの

私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、

自己基盤に比例する。
」ロータリー活動について、興味・

そして自分自身の中で、持続可能な良い変化を

関心を持ち続けてください。
日々、奉仕のアンテナを無理のない身の丈の高さに立てて、
例会を積み重ね、それぞれに、ロータリー人生を末永く、楽
しみ続けてください。皆さま、一年間、誠にありがとうござ
いました。

生むために、人びとが手を取り合って行動する
世界を目指しています。

2019－2020年度
会長 水谷 愼志

会長退任挨拶

本年度RIマローニー会長の「ロータリーは世界をつなぐ」2630地区辻ガバナーの「総天然色」のテーマ
のもと、来年50周年を迎える歴史ある四日市西RCの49代会長を何とか務めさせて頂きました。ご案内の
通り新型コロナウイルスの影響で、 3 月より例会をはじめ春の家族会の中止・延期、交換留学生の早期帰
国等、想定外の事象に遭遇しました。 2 月の最終例会（職業例会：西村会員の誠文社様）での会長挨拶で「暫
く皆さんとお会いできなくなる」と申し上げましたが、本当に 4 ，5 ，6 月の三ヶ月が休会となりました。
RI地区からの情報をもとに理事・幹事・事務局の皆さんと相談の上、感染防止のため最大限の配慮をさせ
て頂き、誠に残念ながらゴルフ同好会月例コンペを除く全ての事業を開催中止させて頂きました。春の家族会で予定されて
いた伊勢志摩グルメ三昧企画は、次年度大矢知会長の親睦委員会において秋の家族会にて実現されん事を期待しております。
会員諸兄の皆様、一年間ご支援ご協力のほど本当にありがとうございました。
2019－2020年度
幹事 服部 浩明

幹事退任挨拶

本年度は、新型コロナウイルスによる感染拡大防止のための非常事態宣言が国から発出されるなど大変
な一年でしたが、幸いにして大きなトラブルに見舞われることもなく、メンバーから新型コロナウイルス
感染者を一人も出すことなく、無事に幹事の大役を務めあげることができてほっとしています。
クラブ運営においては、フレンドリーでアットホームな伝統を受け継ぎ、さらに魅力あるクラブになれ
るよう、特に例会運営には気を配ってきましたが、下半期は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
３ 月から ５ 月まで ３ か月間例会開催中止を余儀なくされ、春の家族会も中止に追い込まれました。そのよ
うな状況下でも、メンバーから感染者を出すことなく終えることが出来たのは、安全第一という軸足を変
えることなく、安心していただくことを最優先にしてきたのが良い結果を生んだのではないかと感じています。
地区関係でも、ガバナー補佐訪問がなくなるなどコロナ禍の影響は避けられず、次年度青少年交換学生の派遣も中止とな
りました。次年度は川島会員の娘さんと田中会員の息子さんの派遣が決まっていたので、お二人の心情を察したときは心が
痛みました。
今期は、日程変更、会場変更、プログラム変更の連続でしたが、メンバーのご理解とご協力のおかげで、何とか乗り切る
ことが出来ました。ご指導いただきましたクラブ会員の皆さま方には感謝しかありません。誠にありがとうございました。
何年か先には、きっと「コロナのときの幹事」と呼ばれることになるんでしょうね。

６月

各種会員出席報告

◦水谷会長

◦大矢知会長エレクト

◦服部幹事

６ 月 ８ 日（月） 四日市グループ会長幹事会

１８：３０～

◦齋藤副幹事
於：四日市シティホテル

ゴルフ同好会報告
第５７５回

２０２０年４月４日（日）

四日市カンツリー倶楽部
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第５７７回

２０２０年６月１３日（土）

四日市カンツリー倶楽部
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